＜＜ トビタテ！留学 JAPAN－高校生コース ＞＞

アカデミック（ショート・ロング）
アカデミック・ショートおよびロングの条件を満たすプログラムをご案内しています。掲載の渡航先や学校以外
でもプラン作成が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
◆分野と内容について *トビタテ！留学 JAPN-高校生コース HP より
分 野
活動内容
留学期間
アカデミック
ショート
海外の高等学校や大学等の教育機関で外国語を用いて様々 14～106 日間
な科目を学修したり、教育プログラムに参加するもの。
ロング
海外の高等学校等に長期間通学し、外国語を用いて様々な科 107～365 日間
目を学修するもの。
◆トビタテ！留学 JAPAN－高校生コースの詳細は、専用ウェブサイトでご確認ください。
http://www.tobitate.mext.go.jp/hs/
プログラム１．
（ショート） ※2 校ともロングのプランも可能！
渡航先国・都市
ニュージーランド・ウェリントン郊外アッパーハット
ウェリントン中心部から車で 15～20 分ほど北にあるエリアです。
2 校をご紹介！Heretaunga College では、留学生の英語力に応じて限定的にバディ
（留学生をお世話する生徒）をつけています。Upper Hutt College は、短期間の場
合バディを必ずつけて、バディと一緒に同じ科目を学びます。
Heretaunga College
ウェリントン郊外アッパーハットにある、公立の
共学セカンダリースクールです。生徒数は約 700
就学校について
人で、ほぼニュージーランドの地元の中学・高校
生が通う学校で留学生は少な目ですが、留学生用
英語クラス（ESL）も提供しており、充実したサ
ポートが魅力です。ゴルフや乗馬、ホスピタリテ
ィやツーリズム系の科目もあります（英語力により履修できる科目は異なります）
。
入学時期や期間の設定には柔軟性があるので、短期間でも現地高校で学ぶ体験がで
きます。ホームステイ先は学校から近いファミリーも多く、スクールバスや徒歩通
学できることもあります。
Upper Hutt College
同じくウェリントン郊外アッパーアットにある共
学の公立セカンダリースクールです。生徒数は約
1,100 人。数学や社会などの一般科目のほか、メデ
ィ
アスタディーズ、ビジュアルアート、家具製作など
様
様々なクラスを提供しています。校内にはマオリの
伝
伝統的な集会場があり、マオリ文化を学ぶ機会が多
く設けられています。また、マオリ語を選択科目として履修することも可能。留学
生のための英語クラスも充実しています。また、こちらの高校はフェンシング、ゴ
ルフなどスポーツにおいても優秀な成績を修めています。滞在は、ニュージーラン
ド人ファミリー宅でのホームステイです。
2 週間～3 ヶ月（1 学期間）／学期内に入学が可能です。
プログラム期間
7 月 23 日～9 月 28 日（3 学期目）または 10 月 15 日～12 月 7 日（4 学期目）
（2018 年）

※上記スケジュールは暫定です。学校により開始日・終了日がずれる場合があります。

※4 学期の後半はテスト期間の為、1 学期間留学は 3 学期目をおすすめします。

現地の高校生と一緒に学校生活を送ります。多彩なコース、クラスが提供されてい
ますので、アドバイザーと相談し英語力と目的、興味にあったクラスに登録、受講
します。
プログラム概要
※留学期間が短期の場合は、受講クラスを学校側から指定されることがあります。
【クラス例】
English・Math・Science・Social Studies・Physical Education・Visual Art・
Maori Performing Arts・Music・Drama・Hospitality・Journalism and Media 等
【滞在方法】
ニュージーランド人ファミリー宅でホームステイ（一人部屋・3 食付）
通学は、バス利用、徒歩などホストファミリー宅の所在地により異なります。一部
エリアではスクールバスの利用が可能です。
【現地サポート】
IEN 提携現地日本人スタッフが滞在中サポートします。初めての留学も安心です。
制服について
就学期間により、学校からレンタルする、または日本の着用している高校の制服を
持参する場合があります。一部、購入が必要なアイテムもあります。
＊3 ヶ月までの就学は、学生ビザ不要です。
渡航関連
＊飛行機について、日本からウェリントンへの直行便はありませんので、他国・他
都市を経由します。オークランド（ニュージーランド）
、シドニー（オーストラリ
ア）乗継ぎが便利です。
ユースサポート費：２週間￥２０，０００
４週間￥３０，０００
1 学期間￥６０，０００
外国送金手数料 ：￥７，０００
プログラム費用
◆Heretaunga College
2 週間：NZ＄２，４００ 4 週間：NZ＄４，０００ 1 学期間：NZ＄９，３００
◆Upper Hutt College
※2017 年 9 月 1 日現在の当 2 週間：NZ＄２，９００ 4 週間：NZ＄４，５５０ 1 学期間：NZ$１０，１５０
社レート適用
【ユースサポート費＆プログラム費用に含まれるもの】
NZ＄1＝85 円
現地手続き、渡航手配などの出発前サポート＆オリエンテーション実施、入学金、
※レート変動によりプログ 授業料、ホームステイ手配、ホームステイ費用、空港送迎（往復）
、IEN 提携日本人
ラム費用が変わります。
スタッフによる現地到着後オリエンテーション＆滞在期間中サポート
お見積作成をご依頼くだ 【含まれないもの／別途必要になるもの】
さい。
飛行機代（往復）
、留学生保険、お小遣いなど
※＄＝ニュージーランドドル

【見積例】Heretaunga College・4 週間（29 日間）の場合
ユースサポート費
￥30,000
外国送金手数料
￥7,000
プログラム費用
NZ$4,000（約￥340,000）
約￥583,000
飛行機代（往復の目安） ￥190,000
※トビタテ奨学金（基満）△40 万円
留学生保険（目安）
￥16,000

プログラム２．
（ショート＆ロング）
渡航先国・都市
ニュージーランド・クィーンズタウン
南島にあるリゾートタウン。自然が豊かで美しいエリアです。
就学校
Wakatipu High School
共学の公立校です。ドイツ、タイ、中国、韓国、ブラジルなど留学生 50 名を含む全
校生徒 1000 名程度、9 年生～13 年生が学んでいます。日本人生徒は年間数名です。
クィーンズタウンで唯一の高校で、小さなコミュニティのため、生徒と学校の距離
が近くアットホームな雰囲気です。2018 年春に新しい校舎に移ります。
４週間・1 学期間・1 学年間
プログラム期間
※3 学期（2018 年 7 月 23 日～9 月 28 日）～4 学期（2018 年 10 月 15 日～12 月 7 日）
（2018）
で入学日を設定します。
※4 週間就学は、3 学期目内（7 月 23 日～9 月 28 日）の入学をおすすめしています。
※1 学期間または 1 学年間就学は、学期ごとの入学が可能です。1 学期間の場合、4
学期目はテストが多いため 3 学期か 2019 年 1 学期の入学をおすすめします。
現地の高校生と一緒に学校生活を送ります。多彩なコース、クラスが提供されてお
り、アルペンスキーの特別クラスもありスポーツにも力を入れています。留学生用
の英語クラス（ESOL）は 5 段階のレベルに分かれ、1 日 2 時間までなので、一般科
プログラム概要
目と合わせて学ぶことができます。
※留学期間が短期の場合は、受講クラスを学校側から指定されることがあります。
【クラス例】
English・Math・Science・Social Studies・Physical Education・Visual Art・
History・Music・Drama・Business Studies・Maori 等
【滞在方法】
ニュージーランド人ファミリー宅でホームステイ（一人部屋・3 食付）
徒歩通学可能なエリアに住むホストファミリーが多いですが、エリアによりバス通
学となります。
【現地サポート】
Wakatipu High School の留学生担当スタッフがサポートします。英語対応となりま
すが、必要時には通訳を手配することができます。
制服について
就学期間により、学校からレンタルする、または日本の着用している高校の制服を
持参する場合があります。一部、購入が必要なアイテムもあります。
渡航関連
3 ヶ月までの就学は、学生ビザ不要です。日本からクィーンズタウンまでの直行便
はありませんが、乗継は簡単で出発前に詳しくご説明しています。
ユースサポート費：4 週間￥３０，０００
1 学期間￥６０，０００
1 学年間￥２２０，０００
外国送金手数料 ：￥７，０００
プログラム費用
4 週間：NZ＄３，６６０ 1 学期間：NZ＄９，３４０ 1 学年間：NZ＄２９，１２０
【ユースサポート費＆プログラム費用に含まれるもの】
現地手続き、渡航手配などの出発前サポート＆オリエンテーション実施、入学金、
※2017 年 9 月 1 日現在の当 授業料、ホームステイ手配、ホームステイ費用、空港送迎（往復）
、現地サポート
社レート適用
【含まれないもの／別途必要になるもの】
NZ＄1＝85 円
飛行機代（往復）
、学生ビザ申請関連（該当する場合）
、留学生保険、お小遣いなど
※レート変動によりプログ
ラム費用が変わります。
お見積作成をご依頼くだ
さい。
※＄＝ニュージーランドドル

【見積例】4 週間（29 日間）の場合
ユースサポート費
￥30,000
外国送金手数料
￥7,000
プログラム費用
NZ$3,660（約￥311,100）
飛行機代（往復の目安） ￥190,000
留学生保険（目安）
￥16,000

約￥554,100
※トビタテ奨学金（基満）△40 万円

プログラム３．
（ロング）
渡航先国・都市
カナダ・アルバータ州ゴールデンヒルズ
ゴールデンヒルズ教育委員会
現地受入
ゴールデンヒルズ学区は、オリンピックで有名なカナダ第 5 の都市カルガリーから
東へ約 45 分の位置にあるストラスモア、ドラムへラー、スリーヒルズを中心とする
広大なエリアに位置しています。治安がよく、人々はフレンドリーで、自然豊かで
す。また、ドラムヘラー地区は北米で最も恐竜の化石が見つかっていることでも有
名はエリアです。近年は石油や天然ガスなどの天然資源に恵まれている地域として
注目を集めており、カルガリーで働く人々のベッドタウンとしても人気のエリアで
す。カナダで唯一、公立高校でありながら寮を完備しています（学区内の 3 校のみ
利用可）
。ホームステイも選択できるため、希望に合わせて滞在が可能です。
【ハイライト】
★日本人生徒の割合がまだ少なく、英語漬けの環境を希望する方におすすめ
★アルバータ州は消費税がなく、BC 州などと比べて費用をおさえることが可能
★最寄空港のあるカルガリーから近く、治安も良くて生活しやすい環境
★学校の規模が小さく、生徒ひとりひとりへのケアもしっかりしている
ゴールデンヒルズ学区内の公立高校
※高校の希望を出すことはできますが、空き状況等から教育委員会が最終決定します。
就学校
学区内高校リスト（★は寮滞在可能）
学校名
生徒数
学期制
特 徴
AP
プログラム提供
Strathmore High School★
７５０人
2 学期制
Drumheller Valley★
８００人
2 学期制 芸術、スポーツコース有
Three Hills School
４９０人
2 学期制 音楽、IT などコース有
Prairie Christian Academy★
３５０人
2 学期制 海外研修もあり
1 学期間（5 ヶ月）または 1 学年間（1 学期：9 月初旬～１月末・2 学期：2 月～6 月）
※1 学年間の場合、9 月入学のみ
※9 月入学の現地出願締切りは、原則、1 学期間－5 月中旬、1 学年間－3 月中旬と
させていただきます。留学生枠が定員になり次第、締め切りとなります。
現地の高校生と一緒に学校生活を送ります。英語力に合わせて、ESL や一般科目を
プログラム概要
受講し、1 学期間、1 学年間ともに単位取得が可能です。基本的に 1 学期間は 4 科
目登録・履修、1 学年間はそれぞれの学期で 4 科目登録・履修（計 8 科目）します。
【滞在方法】ホームステイまたは寮
【現地サポート】教育委員会がサポート（日本人スタッフ：有）
プログラム費用・1 学期間
ユースサポート費 1 学期間：￥１２０，０００
1 学年間：￥２２０，０００
（2018 年）
ホームステイ滞在
寮滞在
1 学期間（約 5 ヶ月）
C＄１０，９５５
C＄１１，９２０
※2017 年 9 月 1 日現在の当 1 学年間
（約 10 ヶ月）
C＄２０，９２０
C＄２２，８５０
プログラム期間

社レート適用

【ユースサポート費＆プログラム費用に含まれるもの】
現地手続き、渡航手配などの出発前サポート＆留学前研修（3 回）および出発前オリ
※レート変動によりプログ エンテーション（1 回）実施、入学金、授業料、滞在手配、ホームステイ滞在（個室・
ラム費用が変わります。お 3 食付）または寮滞在費用（相部屋・3 食付）
、空港送迎（往復）
、現地オリエンテー
見積作成をご依頼くださ ション、現地サポート及び滞在期間中モニター、eTA 手続き（1 学期間の場合）また
い。
は学生ビザ申請サポート（1 学年間の場合）
C＄1＝94 円

※＄＝カナダドル
Prairie Christian Academy の
費用は別途お問合せください。

【含まれないもの／その他必要になるもの】
飛行機代（往復）
、お小遣い、オプションのアクティビティ・小旅行参加する場合の
費用、学生ビザ申請料 C$150（2017 年 9 月現在／変更になる場合があります）
、留学
生保険（日本の保険会社によるプラン／オプション）

プログラム４．
（ロング）
アメリカ高校交換留学プログラム ※授業料相当額の免除のプログラムのため、「奨学金額の減額」に該当します。
次の時代を担う世界各国の青少年にアメリカの一般的な家庭、学校、社会生活を体験してもらい、異なる文化、
習慣に触れ、高校生としての日々の営みの中から、国際人として必要な理解力・判断力・適応力・協調性を身
につけてもらうことにより、より現実的な相互理解を促すことを趣旨としたプログラム。このアメリカ交換留
学プログラムは、第 2 次世界大戦後の 1948 年、アメリカ合衆国政府により Criteria for Teenager Exchange
Visitor Program が定められ、その後 1982 年にレーガン大統領が改めて「国際青少年交流計画」を推進したこ
とにより飛躍的に拡大したと言われています。※当該プログラムは、IYEO 札幌デスクとしてご案内
渡航先国・都市
アメリカ・全州（ハワイ・アラスカ州除く）
ERDT（Education Resource Development Trust）
受入奨学財団
非営利教育機関である ERDT は、1974 年に元 UCLA 国際関係学教授である Dr. Roger
Risk によって設立されました。それ以来、ERDT は、30 ヵ国を超える国々から交換
留学生を受け入れ、毎年、世界中から 700 人以上の学生が交換留学プログラムに参
加、アメリカの公立高校に通いながらホームステイをしています。
ERDT 詳細： www.erdtshare.org
米国受入奨学財団が指定するアメリカの公立高校（授業料免除）※州等の希望は不可
就学校
【過去の参加者の就学高校（例）
】
American Fork High School（ユタ州） Hill Mcloy High School（ミシガン州）
New London Spicer Highs School（ミネソタ州）
Northwest High School（ミズーリ州） Preston High School（アイダホ州）
Victor Valley High School（カリフォルニア州）
滞在方法
米国受入奨学財団が手配・選定するボランティアのホストファミリー宅に滞在
プログラム期間
1 学年間（2018 年 8 月～2019 年 5 月中旬／6 月中旬）※プログラム期間の短縮、延長は不可。

応募資格

・2000 年 4 月 2 日以降、2003 年 4 月 2 日以前に出生の中学 3 年生、高校生、高専生
・心身共に健康で、学習意欲、協調性、順応性が高く、異文化交流に関心のある者
・過去 3 年間の主要 5 科目の学期毎の成績平均点が 5 段階評価で 3.0 以上（3.5 以上で
あることが望ましい）であること
・アメリカの公立高校において 1 学年を問題なく過ごすに足り得る英語力（米国受入奨
学財団が定める英語能力試験の所定スコア提示）があること
・アメリカ高校交換留学制度（現地の受入体制、日本国内の審査、諸費用、出発後の管
理/連絡体制等全般）に対し、保護者と日本の在籍校から同意が得られる者
・帰国後の日本の在籍校への復学、または日本の在籍校での卒業に対し、日本の在籍校
から同意が得られる者
※トビタテ！留学 JAPAN‐高校生コースの採用・不採用の結果が出てからのお申込みは間に合い
ませんので、トビタテ奨学金に関わらず参加を希望する方を対象とさせていただきます。

募集期間

2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 10 日
※米国受入奨学財団の定める募集定員に達した場合、その時点で募集を終了させていただきます。
※プログラム参加のための選考試験があり、合格した方が次のステップに進みます。

プログラム費用

（2018 年出発）
※2017 年 9 月 1 日現在の当

申込金・出願手続き／サポート料 ￥450,000
米国受入奨学財団出願料 US＄700 米国受入奨学財団プログラム費用 US＄7,800
概算：￥1,436,000（飛行機代、留学生保険、外国送金手数料、お小遣い等は別途）

社レート適用

※レート変動により実際のプログラム費用は変わります。

US＄1＝116 円

※費用に含まれるもの、含まれないもの詳細は、当該プログラム専用パンフレットでご確認いただけます。

※申込条件書・返金規定は、別紙でお渡ししています。
トビタテ留学 JAPAN に公認プログラムはありません。留学計画書に記載されている内容を基に、それぞれの目標や留学の意欲など
を中心に審査が行われます。IEN のプラン・プログラムに申込み、申請することで必ず審査に合格するというものではありません。

〶060-0042
札幌市中央区大通西 5 丁目 大五ビル２F
Tel： 011-232-0292 Fax： 011-232-0291
Email：info@ibunka-koryu.net URL： www.ibunka-koryu.net

